
認知療法・認知行動療法の届出医療機関一覧 令和４年３月時点

都道府県名 医療機関名称 医療機関所在地（住所） 電話番号

福井県 柏原脳神経クリニック 福井市四ツ井１丁目７－２０ 0776-54-3455
福井県 麻生津医院 福井市浅水二日町　１２８－４３ 0776-38-3388
滋賀県 医療法人藤樹会　滋賀里病院 大津市滋賀里一丁目１８番４１号 077-522-5426
滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市瀬田月輪町 077-548-2111
滋賀県 パームこどもクリニック 栗東市野尻４４０番地 077-551-2110
滋賀県 市立大津市民病院 大津市本宮二丁目９番９号 077-522-4607
滋賀県 医療法人道器　さくらいクリニック 大津市粟津町２番６５号第２久下ビル１Ｆ 077-511-9119
滋賀県 公益財団法人　豊郷病院 犬上郡豊郷町八目１２番地 0749-35-3001
滋賀県 湖南市国民健康保険　岩根診療所 湖南市岩根１１５６番地２ 0748-72-0039
京都府 松本クリニック 京都市伏見区讃岐町１５５番地ランスロット桃山１０３号 075-605-3098
京都府 京都府立洛南病院 宇治市五ケ庄広岡谷２ 0774-32-5900
京都府 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原町５４番地 075-751-3111
京都府 京都市立病院 京都市中京区壬生東高田町１番地の２ 075-311-5311
京都府 医療法人　芳松会　田辺病院 京田辺市飯岡南原５５ 0774-62-0817
京都府 清子クリニック 京都市中京区柳馬場通二条上る六丁目２６８番地 075-231-8816
京都府 大八木循環器内科医院 京都市西京区御陵溝浦町２６ 075-393-7800
京都府 医療法人一仁会脳神経リハビリ北大路病院 京都市左京区一乗寺西水干町２５－２ 075-781-5111
京都府 医療法人　西尾医院 京都市中京区新烏丸通丸太町下ル東椹木町１２３ 075-222-1024
京都府 一般財団法人長岡記念財団　長岡病院 長岡京市友岡４丁目１８－１ 075-951-9201
京都府 医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院 京都市山科区音羽珍事町２ 075-593-4111
京都府 医療法人芳松会　三山木診療所 京都府京田辺市三山木中央四丁目６番地６ 0774-63-5584
京都府 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５ 075-251-5111
京都府 医療法人　桜花会　醍醐病院 京都市伏見区石田大山町７２ 075-571-0030
京都府 医療法人　菅原クリニック 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９番地１山崎ビル８Ｆ 075-351-4111
京都府 一般財団法人　川越病院 京都市左京区浄土寺馬場町４８ 075-771-2972
京都府 瀬戸クリニック 京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町２４５番地２烏丸梅田ビル３階３０１号室 075-256-1020
京都府 医療法人三幸会　第二北山病院 京都市左京区岩倉上蔵町１６１ 075-791-2137
京都府 医療法人幸生会　室町病院 京都市上京区室町通上立売下ル裏築地町８８ 075-441-5859
京都府 医療法人新生十全会　京都ならびがおか病院 京都市右京区常盤古御所町２ 075-881-2830
京都府 味見診療所 京都府宮津市吉原２５９６番地 0772-22-5120
京都府 しんたにクリニック 京都府宇治市広野町西裏８７番地ザ・ガーデンコミューンＤ棟２階 0774-45-0777
京都府 医療法人淳宰晃会　嵯峨さくら病院 京都市右京区嵯峨二尊院門前北中院町２－９ 075-871-2064
京都府 医療法人社団洛和会　洛和会丸太町病院 京都市中京区聚楽廻松下町９番７ 075-801-0351
京都府 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院 京都市右京区太秦土本町２番地１ 075-861-2220
京都府 岸本クリニック 京都市東山区三条大橋東入大橋町９４三条鈴木ビル５階 075-752-8555
京都府 のまこころクリニック 京都市伏見区深草直違橋５丁目３２２－１ＡＫビル３階 075-748-6327
京都府 医療法人社団　桜木りかメンタルクリニック 京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町４８０番地オフィスワン四条烏丸ビル１２階 075-353-6077
京都府 蘇生会総合病院 京都市伏見区下鳥羽広長町１０１番地 075-621-3101
京都府 ひろこ心の診療所 京都市上京区烏丸通上立売下る御所八幡町１１０番地１４　烏丸今出川ビル５Ｆ 075-415-5151
大阪府 医療法人爽神堂　七山病院 泉南郡熊取町七山二丁目２番１号 0724-52-1231
大阪府 関西医科大学附属病院 枚方市新町二丁目３番１号 072-804-0101
大阪府 医療法人栄和会　大同クリニック 大阪市平野区長吉六反三丁目２１番７号 06-6790-1945
大阪府 吉川病院 大阪市西区九条南三丁目２９番１４号 06-6583-4114
大阪府 医療法人　涼楓会　にしむら小児科 柏原市国分本町三丁目９番３号 0729-78-6597
大阪府 一色クリニック 枚方市宮之阪二丁目３番９号 072-848-5555
大阪府 杉島クリニック 大阪市西淀川区柏里二丁目４番６号 06-4808-3380
大阪府 医療法人カメリア　帝塚山椿館クリニック 大阪市住吉区帝塚山中三丁目５番１１号 06-6690-0710
大阪府 青空精神科・心療内科 大阪市阿倍野区昭和町一丁目２１番２２号徳山ビル３０１ 06-6629-0671
大阪府 医療法人いぶき会　さかぐちクリニック 堺市西区上野芝町二丁７番３号西友楽市上野芝２階 072-242-1114
大阪府 くれたにクリニック 吹田市岸部北２丁目１－２４ 06-6318-5525
大阪府 鮫島こころクリニック 大阪市中央区本町三丁目５番２号辰野本町ビル３Ｆ 06-6266-0160
大阪府 ともクリニック 泉佐野市羽倉崎１丁目１番２４号 072-490-1118
大阪府 西澤クリニック 松原市東新町四丁目１５番２号 0723-31-0012
大阪府 医療法人弘匠会　青谷クリニック 高槻市上田辺町１番３０号　大阪住宅ビル３階 072-691-1811
大阪府 大阪府中央子ども家庭センター 寝屋川市八坂町２８番５号　３階 072-828-0161
大阪府 医療法人隆帆会　梶本こころのクリニック 松原市上田３丁目１番１３号サンライズビル４階 072-330-3007
大阪府 医療法人大阪精神医学研究所　新阿武山病院 高槻市奈佐原四丁目１０番１号 0726-93-1881
大阪府 医療法人清心会　八尾こころのホスピタル 八尾市天王寺屋六丁目５９番地 072-949-5181
大阪府 ゴゥクリニック 大阪市中央区大手前１丁目６－４リップル天満橋ビル２Ｆ・３Ｆ 06-6232-8111
大阪府 メンタルクリニックおかだ 大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目１番２９号ＡＩТビル　９階 06-6627-0303
大阪府 左診療所 大阪市天王寺区味原町１３番１１－２味原トータルライフビル６階 06-6766-5351
大阪府 医療法人大峯会　高山診療所 大阪市中央区谷町九丁目３番１１号東谷町ビル２階 06-6764-0515
大阪府 つづきクリニック 大阪市西区新町一丁目２２－１２Ｔ・Ｔビル２０１号 06-6537-6400
大阪府 仁寿クリニック 箕面市粟生間谷西３丁目１５番１０号 072-700-1499
大阪府 大野クリニック 守口市河原町１３番１３号 06-6996-0333
大阪府 医療法人　天方会　ＡＭＡ　Ｃｌｉｎｉｃ 大阪市西区西本町１－７－１９ワイダ本町ビル１階 06-4391-1127
大阪府 公益財団法人日本生命済生会　日本生命病院 大阪市西区江之子島２丁目１番５４号 06-6443-3446
大阪府 中之島フェスティバルタワー・さくらクリニック 大阪市北区中之島二丁目３番１８号中之島フェスティバルタワー１５階 06-4707-6778
大阪府 関西医科大学総合医療センター 守口市文園町１０番１５号 06-6992-1001
大阪府 医療法人　歌島上田クリニック 大阪市西淀川区御幣島一丁目４番９号 06-6471-1000
大阪府 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院 八尾市若草町１番１７号 072-993-8501
大阪府 やすだ内科クリニック 大阪市東住吉区山坂３－５－１５ 06-6626-5678
大阪府 医療法人　おおたクリニック 高槻市高槻町５番２５号北本ビル２Ｆ 072-668-3975
大阪府 社会医療法人慈薫会　河崎病院 貝塚市水間２４４番地 072-446-1105
大阪府 ＯＤ低血圧クリニック田中 大阪市北区南森町１丁目１－２６南森町フジビル１Ｆ 06-6361-0700
大阪府 医療法人清清会　清田クリニック 松原市西野々一丁目１番１号 072-338-3177
大阪府 メリアクリニック 堺市東区北野田１０８４番地２０４号ベルヒル北野田２Ｆ 072-234-1840
大阪府 医療法人　三谷ファミリークリニック 堺市西区鳳東町四丁３５４番地１Ｐｒｉｍｏおおとり１階 072-260-1601
大阪府 みみはらファミリークリニック 堺市北区蔵前町３丁５番４７号 072-252-1507
大阪府 タマダ病院 堺市北区蔵前町２丁１５番３９号 072-251-8811
大阪府 医療法人　はるなクリニック 大阪市淀川区西三国一丁目３番１３号ウイング青山２０２号 06-4807-5130
大阪府 ＯＷＬクリニック 大阪市中央区西心斎橋１－９－２８リーストラクチャー西心斎橋ビル３１９号 06-6282-7987
大阪府 医療法人一尚会　いちメンタルクリニック 大阪市中央区日本橋１丁目１７番１７号ピカソ日本一ビル２階 06-6645-7830
大阪府 おおとりよしだクリニック 堺市西区鳳東町一丁３８－２ 072-260-1450
大阪府 大阪医科薬科大学病院 高槻市大学町２番７号 0726-83-1221
大阪府 水間病院 貝塚市水間５１番地 0724-46-1102
大阪府 医療法人　佐々木会　佐々木内科クリニック 大阪市西区九条南二丁目２番２１号ＮＴＴ西ビル１階 06-6585-2373
大阪府 医療法人和音会　ひびきクリニック 交野市森北一丁目２２番６号磐船合同ビル４階 072-860-7536
大阪府 社会医療法人行岡医学研究会　行岡病院 大阪市北区浮田二丁目２番３号 06-6371-9921
大阪府 はしろクリニック 大阪市北区梅田一丁目２番２－２００号大阪駅前第２ビル２Ｆ 06-6347-0846
大阪府 大阪市立総合医療センター 大阪市都島区都島本通２丁目１３－２２ 06-6929-1221
大阪府 箕面神経サナトリウム 箕面市牧落五丁目６番１７号 072-722-3966
大阪府 住道こころのクリニック 大東市赤井１－５　ラプラス住道１０５号 072-813-3337
大阪府 医療法人　フォスター　生きる育む輝くメンタルクリニック　第２梅田院 大阪市北区芝田二丁目１番２１号　高橋ビル７階 06-6485-5560
大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 大阪市中央区法円坂二丁目１番１４号 06-6942-1331
大阪府 医療法人定生会　谷口病院 泉佐野市大西一丁目５番２０号 072-463-3232
大阪府 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所　附属クリニック 大阪市中央区瓦町４丁目６－１５－５０１ 06-6227-8419
大阪府 公益財団法人　浅香山病院 堺市堺区今池町三丁３番１６号 072-229-4882
大阪府 医療法人杏和会　阪南病院 堺市中区八田南之町２７７ 072-278-0381
大阪府 浅田クリニック 大阪市中央区安土町２丁目４番１号浅田屋メディカルビル１階 06-6266-1173
大阪府 医療法人　杉山診療所 大阪市西淀川区歌島１丁目２－５ 06-6473-3927
大阪府 いわた脳神経外科クリニック 大阪市城東区成育２丁目１３番２７号クリニックステーション野江１－Ｂ 06-6935-2335
大阪府 医療法人　大阪精神医学研究所　新阿武山クリニック 高槻市天神町１丁目１０－１　２階 072-682-8801
大阪府 いくえ城北公園クリニック 大阪市旭区生江３丁目２８番２７号メディカルウェルフェアガーデン１Ｆ 06-6923-2645
大阪府 天王寺だい脳神経外科 大阪市阿倍野区松崎町４－１０－６ 06-4399-7373
大阪府 社会医療法人三宝会　南港クリニック 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１１番８号北加賀屋千島ビル１０１号室 06-6684-2018
大阪府 医療法人警和会　第二大阪警察病院 大阪市天王寺区烏ケ辻２丁目６番４０号 06-6773-7111
兵庫県 金高医院 姫路市福中町１０番 079-223-2834
兵庫県 宇野心療内科クリニック 神戸市中央区三宮町１丁目１０－１神戸交通センタービル６階 078-327-1811
兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 神戸市中央区港島南町２丁目１番地１ 078-302-4321
兵庫県 医療法人社団　野津医院 芦屋市精道町６－１０芦屋ガーデンハイツ１０２ 0797-32-0272
兵庫県 公立学校共済組合近畿中央病院 伊丹市車塚３丁目１ 072-781-3712
兵庫県 兵庫医科大学病院 西宮市武庫川町１－１ 0798-45-6111
兵庫県 城谷医院 神崎郡福崎町八千種２２５２ 0790-22-0064
兵庫県 レディス・クリニック・ヨコヤマ 神戸市北区有野中町２丁目１３－１７ 078-987-4100
兵庫県 ぶどうの木　しゅどう内科循環器科クリニック 神戸市中央区磯上通３丁目２番２号 078-251-1818
兵庫県 内海メンタルクリニック 西宮市津門稲荷町５番８号 0798-22-5088
兵庫県 森脇神経内科 高砂市阿弥陀町魚橋字池崎９５８－１ 0794-48-4800
兵庫県 医療法人協和会協立病院 川西市中央町１６－５ 072-758-1131
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兵庫県 ＯＨクリニック 神戸市中央区元町通２－９－１元町プラザ６０８  
兵庫県 市立伊丹病院 伊丹市昆陽池１丁目１００ 0727-77-3773
兵庫県 ふじわら内科 明石市二見町東二見２７２－６ 078-939-3351
兵庫県 兵庫県こころのケアセンター附属診療所 神戸市中央区脇浜海岸通１－３－２ 078-200-3010
兵庫県 阪本美佐子メンタルクリニック 神戸市灘区宮山町３丁目３－１ 078-801-3223
兵庫県 朝日診療所 神戸市長田区川西通２丁目３－１ 078-643-3686
兵庫県 医療法人　春田クリニック　芦屋こころとからだのクリニック 芦屋市茶屋之町３番２号チェリープレイス１０１号 0797-22-5525
兵庫県 野村医院 尼崎市大物町１丁目９－２５ 06-6481-4207
兵庫県 医療法人　明和病院 西宮市上鳴尾町４－３１ 0798-47-1767
兵庫県 加古川中央市民病院 加古川市加古川町本町４３９番地 079-451-5500
兵庫県 室井メディカルオフィス 揖保郡太子町矢田部３３５－１ 079-277-0531
兵庫県 そらクリニック 神戸市中央区元町通２丁目９番１号元町プラザビル２１７号室 078-381-7839
兵庫県 新川医院 西宮市里中町３丁目１０番７号 0798-40-0251
兵庫県 大野こころのクリニック 神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３号兵庫駅南ビル２０３号 078-599-6633
兵庫県 ルークス芦屋クリニック 芦屋市大原町８－２むービル２階 0797-23-6033
兵庫県 東こどもの心とからだのクリニック 神戸市東灘区御影２丁目２－１３サイトウビル　５Ｆ 078-846-4156
兵庫県 市立芦屋病院 芦屋市朝日ケ丘町３９－１ 0797-31-2156
兵庫県 かやはらクリニック 尼崎市今福１丁目１番２８号 06-4950-0122
兵庫県 大橋クリニック 宝塚市小林２丁目１０－１７ストリート小林２Ｆ 0797-76-4610
兵庫県 奥野クリニック 神戸市灘区深田町４丁目１－３９メイン六甲Ａビル６Ｆ 078-862-1963
兵庫県 医療法人　尚生会　湊川病院 神戸市兵庫区湊川町３丁目１３－２０ 078-521-1367
兵庫県 たかみやこころのクリニック 明石市松の内２丁目５－２松の内ビル５階 078-925-3288
兵庫県 明石こころのホスピタル 明石市藤江１３１５ 078-923-0877
兵庫県 わだメンタルクリニック 神戸市中央区古湊通１丁目１番１号ヌーベルダルマビル２階 078-362-0955
兵庫県 甲南やまゆりクリニック 神戸市東灘区甲南町３丁目２番２号ラ・ギャレットビル４階 078-451-2002
兵庫県 兵庫県立がんセンター 明石市北王子町１３－７０ 078-929-1151
兵庫県 しおかぜメモリークリニック 神戸市中央区多聞通２丁目１番９号 078-335-7370
兵庫県 もえぎクリニック 神戸市北区有野中町１丁目１０番１８号ＰＡＬ　ＤＥＵＸ　３０５号室 070-2312-7370
兵庫県 ほしぞらホスピスクリニック 神戸市西区美穂が丘一丁目４番地 090-6750-0373
奈良県 奈良県立医科大学附属病院 橿原市四条町８４０番地 0744(22)3051
奈良県 一般財団法人　信貴山病院ハートランドしぎさん 生駒郡三郷町勢野北４－１３－１ 0745-72-5006
和歌山県 和歌山県立こころの医療センター 有田郡有田川町庄３１ 0737-52-3221
和歌山県 日本赤十字社　和歌山医療センター 和歌山市小松原通４丁目２０番地 073-422-4171
和歌山県 けやきメンタルクリニック 和歌山市美園町三丁目３４番地けやきＯＮＥ　２階２０２ 073-431-5560
和歌山県 中島医院 御坊市湯川町小松原３８０－１１ 0738-22-0168
和歌山県 近野診療所 田辺市中辺路町近露１１５１－１ 0739-65-0007
和歌山県 医療法人　松本診療所 和歌山市田中町二丁目８０番 073-425-6510
和歌山県 しもがいとメンタルクリニック 和歌山市黒田一丁目２－４寺本興産ビル３階 073-474-2288
和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山市紀三井寺８１１番地１ 073-447-2300
和歌山県 医療法人旭会　和歌浦病院 和歌山市和歌浦東３丁目２番３８号 073-444-0861
和歌山県 いらなみのりこメンタルケアクリニック 和歌山市田中町三丁目４番地 073-423-3662
和歌山県 生馬医院 和歌山市吉田４３６ 073-422-1458
和歌山県 医療法人南労会　紀和病院 橋本市岸上１８－１ 0736-33-5000

2 / 2 ページ


